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１ 見方・考え方について

学習指導要領の３つの資質・能力を育成していくため

に対話が重要になってくる。３つの資質・能力とは、知

識及び技能、思考力、判断力、表現力等、学びに向かう

力、人間性等である。

音楽科の目標も、⑴知識及び技能、⑵思考力、判断力、

表現力等、⑶学びに向かう力、人間性等で整理している。

⑴から⑶の柱書きは、生活や社会の中の音や音楽と豊か

に関わる資質・能力を育成していくという構造になっている。また、この柱書きには、

「音楽的な見方・考え方」が出てくる。どの教科でも見方・考え方が目標に掲げられて

いる。

音楽科と図画工作科、体育科の見方・考え方には共通するキーワードがある。図画工

作科の造形的な見方・考え方では、「意味や価値」という言葉が出てくる。体育科でも「価

値」という言葉が出てくる。価値とは自分にとっての価値である。例えば、本研究会で

の図画工作科の授業では、子供が「生きているお花にしよう」と言っていた。自分のイ

メージを働かせながら、自分にとって作る花の意味を見出している姿である。

音楽科の見方・考え方で、価値や意味に関わるのは、「自己のイメージや感情、生活や

社会などと関連付けること」の部分である。「音楽」の見方・考え方だと、例えば速度と

か、和音や旋律などといった音楽を形づくっている要素の視点で捉えるということであ

る。「音楽的」な見方・考え方は、「自分が音楽を聴いてとても心が安らぐな」、「うきう

きした感じになるな」といったことである。それは音楽そのものではなく、音楽の背景

にあるから音楽「的」になる。
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解説には「音や音楽は、『自己のイメージや感情』『生活や文化』などとの関わりにお

いて、意味あるものとして存在している」とある。ここに「意味」というのが出てくる。

つまり、単に要素について学ぶのではなく、その音楽が自分にとってどういう意味があ

るのか、どういう価値があるのかを考えるのが音楽的な見方・考え方である。

自分なりの意味を見出していくには、感性が重要になる。自分が心を動かされる経験

があるからこそ、音楽の大切さや自分にとっての意味につながっていく。

「富士山」で例を挙げるならば、音楽の教科書に掲載されている「富士山」をイメー

ジしたら音楽的な見方・考え方が働いたというわけではない。音楽を形づくっている要

素の視点から、自分との関わりや、自分が感じたことやイメージしたこととの関わりを

考えることが、音楽的な見方・考え方を働かせるということである。

見方・考え方は、一人一人違う。その人の経験や生活が見方・考え方の違いをつくる。

そして、授業を通して、見方・考え方を働かせていく中でアップデートされていくので

ある。それが将来、生活や社会の中で生きていくものになる。 

 

２ 個別最適な学びと協働的な学びについて

今、多様性（ダイバーシティ）という言

葉は重要なキーワードである。２０２１年

１月に出された中教審答申、「『令和の日本

型学校教育』の構築を目指して」は、新学

習指導要領の着実な実施を視野に入れて

整理されたものである。コロナ禍もあり、

先行き不透明で、予測が難しい時代であ

る。その中で、これから求められる人材育

成について、答申の中に「多様な人々と協働しながら」と記されている。ここにも多様

性が関わっている。この答申の中で示された大きな視点として、「個別最適な学び」、「協

働的な学び」が挙げられている。この学びは、答申では、ＩＣＴを活用して充実してい

けるようにするとよいとも書かれている。

本研究会の授業の様子では、例えば、タブレットを使っている子供もいれば、使わず

にノートでまとめている子供もいる。自分に合ったツールを選んで活用しており「個別

最適な学び」につながっていくと考える。
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３ 附属小学校の実践（令和３年度）について

２月の附属小学校の公開授業で、子供たち同士の協働や対話がどのように行われてい

ったのかを見ていく。 

１年生の音楽づくり「手あらいソング」の授業である。これは言葉をリズムよく唱え

て音楽をつくっていく。友達の手洗いソングをみんなで分析している場面では、友達の

手洗いソングを歌ってみることで、自分の中で再構築し、友達のつくった音楽のよさや

特徴を体感することができる。これは、音や音楽におけるコミュニケーションである。

音楽の授業では、言語活動だけではなく、音楽を介したコミュニケーションを大切にし

ていくべきである。  

この実践では図形楽譜を用いている。音楽は目に見えないものだから、可視化するこ

とによって思考を促すことができる。さらにＩＣＴを用いることによって、知識の習得

にもつながっていた。  

音楽づくりでは、どのように協働的な学びをつくり出すかが重要だ。この授業では友

達の音楽を分析していくことで学びが交流していった。その中でズレへの着目がポイン

トとなる。自分とは違う工夫をしている、こういうリズムを使ったのだなという視点で

ある。このズレから子供たちは自分の作品をよりよくしていくためのヒントを得ていた。 

附属小学校の学習モデルを見ると、ズレのところが気になった。考えＡ，Ｂ，Ｃがあ

り、自分の考えと友達の考えの違いを見ていく。この授業では一人一人がつくった手洗

いソングは違うけれども、全て正解である。この授業では必ず反復が入るよう条件が設

定されており、反復を工夫することが学習の中心に位置づけられる。そこにズレが出て

くる。 

音楽科の学習において〔共通事項〕が重要である。〔共通事項〕とは「音楽を形づくっ

ている要素を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美しさを感じ取りなが

ら、聴き取ったことと感じ取ったことの関わりについて考えること」と示される。小学

校学習指導要領では、音楽を形づくっている要素は音楽を特徴付けている要素と音楽の

仕組みに分けられており、反復は音楽の仕組みに入る。反復がこの授業の中心となって

おり、子供の思考・判断のよりどころになっている。  

反復を入れるという条件により子供の工夫するところが焦点化され、その中で子供た

ちの創造性が発揮される。条件により反復を使わなければいけなくなっているが、その
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中で、子供たちが反復をどの程度意識しているかという点にズレが生じた。反復の使い

方も多様でズレが生まれ、それに対する意識にもズレが生じる。反復は簡単にいうと繰

り返しだが、様々な反復がある。実際に子供たちの作品にも、様々な反復が出てきた。

自分にとって価値のある反復は何かを考えるところが、本題材の鍵になる。一人の子供

の作品の中にも複数の反復があり、子供の中で反復の概念が広がっていく。固定化した

知識ではなく、学習によって広がったり更新されたりしていくところがポイントである。 

音楽家は訓練を通して、より不確実性の低いモデルに洗練されていく。次にこういう

リズムが来たら面白いかもしれない、変わると新鮮な感じがするという不確実性の低下

と増加のせめぎ合いである。ここが芸術的思考の重要なところだ。授業においても、子

供が「ずっと同じでリズムで簡単だから、次はこうくると予想できる」というよさがあ

る一方で、「次はこうくると思いきや、違うものが出てくる面白さがある」という表現が

出てきた。反復による傾向があり、そこから逸脱する面白さもある。これは一人一人の

捉えが違う。  

音楽の単純さと複雑さのバランスも好みの要因になる。複雑さというのは主観的な概

念である。それは一人一人の経歴、経験、理解力、認知のスキーマといったものの違い

によるものである。多くの人々が異なる文化や様式の音楽を聴いたり、学んだりして、

それに同化していくとともにスキーマも身に付けていく。学校において友達と一緒に学

び、多様な音楽を聴く中で、いろいろな感じ方や聴き方に出合う。それが、その子の感

じ方や音楽の聴き方を広げていく。  

平成２８年度の中教審の答申においても、芸術系教科の意義として「多様な価値を認

める柔軟な発想と他者との協働」や、「自分の感情のメタ認知など」が挙げられている。。

ズレはメタ認知を促すのではないか。自分とは違う考えがあり、そこから自分の考えを

振り返り、問いが生まれる様子が見られた。 

 

３ 主体的・対話的で深い学びについて

対話的な学びについて答申には「子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲

の考え方を手掛かりに考えることを通じ、自己の考え方を広げ深める『対話的な学び』

が実現できているかという視点」とある。 

「対話的」とは何か。実際に他者と対話をすることもあるが、「先哲の考え方を手掛か

りに」には対話をしない部分もある。例えばベートーベンがどうしてこのような音楽を
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つくったのか想像し音楽を分析する。こ

れも対話的な学びである。「他人の知識や

頭を活用して」とあるように一人よがり

にならないで、他人の考えを自分の中に

取り入れ、思考していくことが対話的な

学びであり、対話しているかという事実

が重要ではない。他の友達と交流して、

自分の考え方や感じ方を広げたり深めた

りすることにつながっていたかという視点で見直し、改善しなければならない。  

「主体的な学び」も「深い学びも」同様で、それをつくり出すことが大切ではなく、

授業改善の視点として扱われなければならない。  

公開授業を見ると、一斉指導が多かったが、対話的な学びになっていた。ズレを生か

しながら「そうか、そういう考えもあるよね」という子供の発言は、まさに対話的な学

びだった。 

音楽科では、音楽科の特質に応じた言語活動が重要である。キーワードとして、イメ

ージ、感情、思い、意図、感じ取ったこと、想像したことなど、これらを交流させる。

これは一人一人違うものであり、違うものをやり取りすることが重要である。「友達の感

じ方や考え方に共感しながら」と、「共感」という文言を使っている。 

一方で、音楽の構造は、「リズムの反復」のように、みんなが同じように聴き取るので

「共有」と書き分ける。「僕は反復には聴こえない」という子供がいたら、「もう一回聴

いてみよう」と確認する必要がある。そのまま放置すると話合いは空中戦になる。一方

「共感」は違うからこそ意味がある。

附属小学校の学習過程のモデル図を見ると、最初に考えＡ、Ｂ、Ｃがあり、最後もＡ、

Ｂ、Ｃがある。ズレを感じて、考えが最終的にどうなるのかが気になった。音楽で言え

ば、共有すべきもの・ズレてはいけないものもあれば、ズレた方がよいもの、ズレてよ

いものもある。

答申には「個別最適な学び」に関する二つの視点が書かれている。「指導の個別化」と

「学習の個性化」である。「指導の個別化」は、個々の特性に応じて、目標に到達するこ

とである。「学習の個性化」は、一人一人の興味・関心を生かすことである。総合的な学

習の時間がイメージされやすいが、各教科等でも実現できる。
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４ 自らの学習を調整する力について

「指導の個別化」で考慮するのが、自ら

の学習の調整である。学習評価のワーキ

ングの報告に「主体的に学習に取り組む

態度」の二つの側面、粘り強い取り組み

を行おうとすることと、自らの学習を調

整しようとすることが示された。後者は

「自らの学習状況を把握し、学習の進め

方について試行錯誤するなど自らの学習

を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面」と説明されている。

ここで注意したいのが、意思的な側面であり、実際に調整できたかを見るのではないと

いうことである。

山で例えると、自分で登るべき山を見つけて、その頂に達するために、どのルートを

どう登るのか、ということではないか。自分はここまで登れたのだと確認し、見通しを

もって頂を目指すと考えると、分かりやすい。粘り強く歩くけれども、崖や谷底に向か

ったら困る。でも、そのルートを子供はいきなり歩けない。

学習を調整する姿は、高学年以降に見られる。低・中学年にいきなり求めては駄目で

ある。山に登ったことのない人に「自分で登りたい山を見つけて登ってこい」と言って

も無理である。最初は、「先生と一緒にこの山に登ってみようか」と言って登れば、「あ

あ、山って辛いけどすてきだな」「きれいな花も咲いているな」「じゃあ、次はあの山に

登ってみたいな」と思うはずである。最初は先生が目当てを示し、子供なりに工夫して

いく。そうやって自分たちで次の目標をもてるような子供たちを育てる必要がある。

重要なのは、対話を通して自分の考えを修正したり、立ち位置を確認したりすること。

「友達の考えも面白いからこっちに修正してみようか」そうやって自分の学習を調整し

ていく。これは、解消すべきズレである。一方で、解消しなくてよいズレもある。「学習

の個性化」で考えると、これは一人一人の興味・関心を生かすため、ズレてもよい。興

味深いのは、次の活動への歩み出しにつながることだ。「学習の個性化」のヒントがここ

にある。キャリア形成の方向性にも関連する。

主体的な学びによる授業改善に関して、答申には「学ぶことに興味や関心を持ち、キ
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４ 自らの学習を調整する力について

「指導の個別化」で考慮するのが、自ら

の学習の調整である。学習評価のワーキ

ングの報告に「主体的に学習に取り組む

態度」の二つの側面、粘り強い取り組み

を行おうとすることと、自らの学習を調

整しようとすることが示された。後者は

「自らの学習状況を把握し、学習の進め

方について試行錯誤するなど自らの学習

を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面」と説明されている。

ここで注意したいのが、意思的な側面であり、実際に調整できたかを見るのではないと

いうことである。

山で例えると、自分で登るべき山を見つけて、その頂に達するために、どのルートを

どう登るのか、ということではないか。自分はここまで登れたのだと確認し、見通しを

もって頂を目指すと考えると、分かりやすい。粘り強く歩くけれども、崖や谷底に向か

ったら困る。でも、そのルートを子供はいきなり歩けない。

学習を調整する姿は、高学年以降に見られる。低・中学年にいきなり求めては駄目で

ある。山に登ったことのない人に「自分で登りたい山を見つけて登ってこい」と言って

も無理である。最初は、「先生と一緒にこの山に登ってみようか」と言って登れば、「あ

あ、山って辛いけどすてきだな」「きれいな花も咲いているな」「じゃあ、次はあの山に

登ってみたいな」と思うはずである。最初は先生が目当てを示し、子供なりに工夫して

いく。そうやって自分たちで次の目標をもてるような子供たちを育てる必要がある。

重要なのは、対話を通して自分の考えを修正したり、立ち位置を確認したりすること。

「友達の考えも面白いからこっちに修正してみようか」そうやって自分の学習を調整し

ていく。これは、解消すべきズレである。一方で、解消しなくてよいズレもある。「学習

の個性化」で考えると、これは一人一人の興味・関心を生かすため、ズレてもよい。興

味深いのは、次の活動への歩み出しにつながることだ。「学習の個性化」のヒントがここ

にある。キャリア形成の方向性にも関連する。

主体的な学びによる授業改善に関して、答申には「学ぶことに興味や関心を持ち、キ
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ャリア形成と関連付けながら、粘り強く取り組み、自己の活動を振り返って次につなげ

る『主体的な学び』が実現できているか」とある。キャリア教育は、小学校段階でも重

視するが、単に職業教育ではなく、学校で学ぶことと社会の接続を意識することである。

音楽科の目標に「生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力」を育成して

いくとある。見方・考え方を働かせ「音楽は自分に価値・意味がある」と実感し「この

音楽を聴くと気分がよくなるから、生活に生かそう」と考えることもキャリア形成につ

ながる。なりたい自分になるために各教科等の学びを生かす、その視点がこれから重要

である。

アメリカの音楽学者キャンベルは「子供たちが自分のペースで歩き、そして話すよう

に、彼らは歌う場合にも同じことを行っている。子ども達は『発声法』のレッスンを受

けているわけでない。これらのスキルは自分が生きている世界の一部でありたいという

子ども達の欲求から発達する」と述べた。自分に必要か分からない発声法の指導を一方

的に受けていては、その学習の意味は感じられないが、「友達と一緒に歌えたらすてきだ

な、先生のように歌えたらいいな」と思うから、「歌えるようになりたい」と願うのであ

る。

そのときに、重要なのは教師である。筑波大学教育学部の藤田先生の「初等教育資料」

の原稿には、「キャリア教育において、自らの将来のロールモデル（手本、憧れ）となる

大人との出会いは必要不可欠である。子供たちにとっての優れたロールモデルは学校の

中にも存在する。特に、子供たちと最も長く接する先生方が生き生きと前向きに働く姿

それ自体が、『大人になるって素敵なことだよ』というメッセージなのである」とある。

「先生のようにすてきな大人になりたい」「先生は音楽を生活に生かしている。自分もそ

うなりたい」と思わせる存在にならなければならないということだ。

音楽の視点から話したので、他教科にどれだけ当てはまるか分からないが、附属小学

校の研究でこれらのことを考えることができ、とてもよい機会となった。先生方御自身

も、自分の授業を振り返って頂き、今後の研究に生かしていっていただきたい。  
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